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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アンモニア源を用いて排気ガス中の窒素酸化物を還元するのに用いられる、ゼオライト
を主成分とする脱硝触媒であって、
ゼオライトには、鉄元素及びセリウム元素に加え、さらに錫元素及び／又はガリウム元
素が担持されていることを特徴とする脱硝触媒。
【請求項２】
前記鉄元素及びセリウム元素の少なくとも一部が、イオン交換により担持されているこ
とを特徴とする請求項１記載の脱硝触媒。
【請求項３】

10

前記鉄元素の担持量が、ゼオライトに対して酸化物換算で０．１〜１０重量％であるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の脱硝触媒。
【請求項４】
前記セリウム元素の担持量が、ゼオライトに対して酸化物換算で０．０５〜５重量％で
あることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の脱硝触媒。
【請求項５】
前記ゼオライトが、βゼオライトであることを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記
載の脱硝触媒。
【請求項６】
前記錫元素及び／又はガリウム元素の担持量が、ゼオライトに対して０．１〜１０重量
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％であることを特徴とする請求項１〜５のいずれかに記載の脱硝触媒。
【請求項７】
アンモニア源が、アンモニアまたは尿素であることを特徴とする請求項１〜６のいずれ
かに記載の脱硝触媒。
【請求項８】
請求項１〜７のいずれかに記載の脱硝触媒を、ハニカム構造担体の表面に被覆してなる
ハニカム構造型脱硝触媒。
【請求項９】
前記脱硝触媒の被覆量が、ハニカム構造担体に対して、２０〜３００ｇ／Ｌであること
を特徴とする請求項８に記載のハニカム構造型脱硝触媒。
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【請求項１０】
窒素酸化物を含む排気ガスに還元剤としてアンモニア源を混合し、１７０〜５５０℃の
温度範囲で、請求項１〜７のいずれかに記載の脱硝触媒、又は請求項８又は９に記載のハ
ニカム構造型脱硝触媒と接触させることを特徴とする脱硝方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、脱硝触媒、ハニカム構造型脱硝触媒、及びそれを用いた脱硝方法に関し、よ
り詳しくは、ボイラーや、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンなどの内燃機関等の排
気ガスから窒素酸化物を効率的に還元除去するための脱硝触媒、ハニカム構造型脱硝触媒
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、及びそれを用いた脱硝方法に関する
【背景技術】
【０００２】
ボイラーや内燃機関は、その構造、種類に応じて、燃料や燃焼空気に由来した様々な有
害物質を排出する。これら有害物質には炭化水素（ＨＣ）、一酸化炭素（ＣＯ）、窒素酸
化物（ＮＯｘ）、煤など、大気汚染防止法で規制されている成分がある。その浄化方法と
して、排気ガスを触媒に接触させ、浄化する接触処理法が実用化されている。
【０００３】
ボイラーなどの燃焼装置では、燃料の種類や供給量に応じて燃焼に最適な量の空気が供
給され、有害物質の発生量が抑制できる燃焼温度に制御されている。しかし、全ての燃焼
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装置において空気と燃料を常に理想の状態に制御できるわけではなく、不完全燃焼によっ
て窒素酸化物などの有害物質を多量に発生させてしまうことがある。内燃機関でも同様で
はあるが、特に、ディーゼル機関の場合、希薄燃焼によってエンジンを稼動する構造であ
ることから、窒素酸化物が排出されやすい。
【０００４】
このようにして排出された窒素酸化物を浄化するために、排気ガス中にアンモニアや炭
化水素などを還元剤として添加混合し、それを触媒を充填した浄化装置に導入し、主とし
て次に示す反応式によって窒素酸化物をＮ２に還元する接触還元法が広く検討されている
。
４ＮＯ＋４ＮＨ３＋Ｏ２→４Ｎ２＋６Ｈ２Ｏ
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２ＮＯ２＋４ＮＨ３＋Ｏ２→３Ｎ２＋６Ｈ２Ｏ
ＮＯ＋ＮＯ２＋２ＮＨ３→２Ｎ２＋３Ｈ２Ｏ
しかし、これにより窒素酸化物の全てがＮ２に還元されるわけではなく、一部の窒素酸
化物は、Ｎ２Ｏとして放出される。このＮ２Ｏは、温室効果ガスであり、二酸化炭素と同
様に削減されなければならない。
【０００５】
ボイラーからの排気ガスは、触媒を充填した浄化装置に導入する前に、必要により熱交
換して排気ガスの温度を調整してから還元剤と混合され、浄化装置で接触処理される。こ
の場合、浄化装置には、触媒組成物をペレット状に成型した構造型触媒が充填されること
が多い。その接触還元法を利用する技術として、触媒組成物としてはＣｕ、Ｍｏ、Ｃｏ、
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Ｍｎなどを活性金属として、アルミナ、シリカ‐アルミナ、ジルコニア、活性炭などに担
持させた触媒が使用されていた。
また、鉄並びにセリウムを含有させたゼオライトを含んだ触媒を用い、排気ガスにアン
モニアを還元剤として加えて接触させ、窒素酸化物を還元する排気ガス浄化方法が提案さ
れている（特許文献１参照）。これにより、窒素酸化物を安定的に還元することが可能と
なった。
【０００６】
一方、自動車では、排気ガス流路に浄化すべき有害物質に応じた触媒を配置し、一度に
または段階的に排気ガス中の有害成分を浄化する方法が知られている。そのために、ハニ
カム状の構造体に触媒組成物を被覆したハニカム構造型触媒が用いられてきた。ハニカム
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状の構造体とは、ステンレス等の金属やセラミック等の耐熱性材料で出来た構造体であり
、構造体の胴体の中に、多数の細い平行な気体流路が伸びているものであり、この気体流
路を形成する部位に触媒組成物を被覆しているものである。このようなハニカム構造体の
うち、気体流路の両端面が開口しているものをフロースルー型といい、気体流路の一方の
端面が目封じされたものをウォールフロー型という。ウォールフロー型では気体流路壁面
がフィルターの役目を果たし、煤などの粒子成分を排気ガス中から濾し取る働きをする。
【０００７】
ところで、自動車に搭載された内燃機関の場合、排出される排気ガスの状況は、エンジ
ンの稼動状況によって大きく影響される。具体的には、自動車の走行状況が変化すること
で、排気ガスの温度、排気ガス成分の組成などの状態が不安定になり、このような不安定
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要因は、触媒の脱硝機能のみならず、他の有害成分を浄化する触媒技術全般で妨げとなっ
ていた。
【０００８】
近年、ディーゼル自動車から排出される窒素酸化物の規制が強化されることが予想され
ており、これまで使用されあるいは提案されている脱硝触媒には、さらに高い窒素酸化物
除去性能が求められている。このような状況下、触媒組成物中の活性金属量を増やすこと
なく排気ガス浄化能力を向上でき、安定して排気ガス中の窒素酸化物を浄化できる脱硝触
媒及びハニカム構造型触媒が切望されていた。
【特許文献１】特表２００５―５０２４５１号公報（請求項３５、請求項４１）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明の目的は、上記従来の課題に鑑み、ボイラーや、ガソリンエンジン、ディーゼル
エンジンなどの内燃機関等の排気ガスから窒素酸化物を効率的に還元除去するための脱硝
触媒、ハニカム構造型脱硝触媒、及びそれを用いた脱硝方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、このような課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、鉄元素及びセ
リウム元素を担持したゼオライトを主成分として含む脱硝触媒を用いて排気ガス中の窒素
酸化物をアンモニアまたは尿素で還元する際、ゼオライトに錫元素またはガリウム元素の
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１種以上をさらに担持させることにより、触媒の脱硝性能を大幅に向上でき、これをハニ
カム構造担体に担持することで、特にディーゼル機関からの排気ガスの浄化に対して優れ
た効果が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
すなわち、本発明の第１の発明によれば、アンモニア源を用いて排気ガス中の窒素酸化
物を還元するのに用いられる、ゼオライトを主成分とする脱硝触媒であって、ゼオライト
には、鉄元素及びセリウム元素に加え、さらに錫元素及び／又はガリウム元素が担持され
ていることを特徴とする脱硝触媒が提供される。
【００１２】
また、本発明の第２の発明によれば、第１の発明において、前記鉄元素及びセリウム元
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素の少なくとも一部が、イオン交換により担持されていることを特徴とする脱硝触媒が提
供される。
【００１３】
また、本発明の第３の発明によれば、第１又は２の発明において、前記鉄元素の担持量
が、ゼオライトに対して酸化物換算で０．１〜１０重量％であることを特徴とする脱硝触
媒が提供される。
【００１４】
また、本発明の第４の発明によれば、第１〜３のいずれかの発明において、前記セリウ
ム元素の担持量が、ゼオライトに対して酸化物換算で０．０５〜５重量％であることを特
徴とする脱硝触媒が提供される。
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【００１５】
また、本発明の第５の発明によれば、第１〜４のいずれかの発明において、前記ゼオラ
イトが、βゼオライトであることを特徴とする脱硝触媒が提供される。
【００１６】
また、本発明の第６の発明によれば、第１〜５のいずれかの発明において、前記錫元素
及び／またはガリウム元素の担持量が、ゼオライトに対して０．１〜１０重量％であるこ
とを特徴とする脱硝触媒が提供される。
【００１７】
さらに、本発明の第７の発明によれば、第１〜６のいずれかの発明において、アンモニ
ア源が、アンモニアまたは尿素であることを特徴とする脱硝触媒が提供される。
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【００１８】
一方、本発明の第８の発明によれば、第１〜７の発明に係る脱硝触媒を、ハニカム構造
担体の表面に被覆してなるハニカム構造型脱硝触媒が提供される。
【００１９】
また、本発明の第９の発明によれば、第８の発明において、前記脱硝触媒の被覆量が、
ハニカム構造担体に対して、２０〜３００ｇ／Ｌである事を特徴とするハニカム構造型脱
硝触媒が提供される。
【００２０】
一方、本発明の第１０の発明によれば、第１〜９のいずれかの発明に係り、窒素酸化物
を含む排気ガスに還元剤としてアンモニアまたは尿素を混合し、１７０〜５５０℃の温度
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範囲で、前記の脱硝触媒又はハニカム構造型脱硝触媒と接触させることを特徴とする脱硝
方法が提供される。
【発明の効果】
【００２１】
本発明の脱硝触媒は、各種燃焼装置から排出される窒素酸化物を含む排気ガスに対して
、アンモニアなどの還元剤を作用させることで高い浄化性能を発揮する。また、この触媒
をハニカム構造担体に被覆して一体構造型触媒とすることで、特にディーゼルエンジンか
ら排出される排気ガス中の窒素酸化物を高い浄化効率で処理することができる。
さらに、本発明の触媒は、高価な活性金属の使用量が少なくて済むため低コストで製造
する事ができ、排気ガス浄化装置を安定的に生産し供給することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下、本発明の脱硝触媒、ハニカム構造型脱硝触媒、及びそれを用いた脱硝方法につい
て詳細に説明する。なお、本発明は自動車用途に限定されるものではなく、排気ガス中の
窒素酸化物の脱硝技術に広く適用可能である。
【００２３】
１．脱硝触媒
本発明の脱硝触媒は、アンモニア源を用いて排気ガス中の窒素酸化物を還元するのに用
いられる、ゼオライトを主成分とする脱硝触媒であって、ゼオライトには、鉄元素及びセ
リウム元素に加え、さらに錫元素及び／又はガリウム元素が担持されていることを特徴と
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する。
【００２４】
本発明の脱硝触媒は、ゼオライトが鉄元素（Ｆｅ）及びセリウム元素（Ｃｅ）と、更に
錫元素（Ｓｎ）、及び／又はガリウム元素（Ｇａ）を担持して、これら金属触媒成分によ
り促進されたものである。ここで、Ｓｎ、Ｇａは酸化物の形で含まれてもよい。
本発明のゼオライトに対する鉄元素、セリウム元素の含有量は、鉄として０．１〜１０
重量％（Ｆｅ２Ｏ３換算）、セリウムとして０．０５〜５重量％（ＣｅＯ２換算）である
事が好ましく、より好ましくは鉄として０．５〜５重量％（Ｆｅ２Ｏ３換算）、セリウム
として０．１〜３重量％（ＣｅＯ２換算）である。鉄元素の量が１０重量％を超えると、
ゼオライトの酸点の数が減り活性が下がり、耐熱性も低下することもあり、０．１重量％
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未満では、排気ガスの浄化性能が低下する。一方、セリウム元素の量についても５重量％
を超えると、ゼオライトの酸点の数が減り活性が下がり、耐熱性も低下することになり、
０．０５重量％未満では、排気ガスの浄化性能が低下する。
【００２５】
本発明では、鉄元素及びセリウム元素の少なくとも一部が、ゼオライトに対してイオン
交換されている事が望ましい。このようにイオン交換されていることにより、ゼオライト
の骨格構造が安定化され、耐熱性の向上が期待される。なお、ゼオライトに対して、鉄、
セリウムの全てが完全にイオン交換されていなくてもよく、またその一部が酸化物として
存在するものであっても良い。
【００２６】
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また、本発明の錫元素及び／又はガリウム元素のゼオライトに対する担持量は、０．１
〜１０重量％（ＳｎＯ２、ＧａＯ２換算）が好ましく、０．５〜４重量％である事がより
好ましい。これら元素の量が１０重量％を超えると、添加量に見合った浄化性能の向上が
望めず、０．１重量％未満では、排気ガスの浄化性能が低下する。
【００２７】
本発明において金属触媒成分は、排気ガス中の窒素酸化物の浄化に対して活性を有する
鉄元素及びセリウム元素を含み、さらに錫元素及び／又はガリウム元素を含有していれば
特に限定されない。そして、この他の遷移金属、希土類金属、貴金属などを含んでいても
よい。具体的には、ニッケル、コバルト、ジルコニウム、銅などの遷移金属、ランタン、
プラセオジム、ネオジウムなどの希土類金属、金、銀、白金、パラジウム、ロジウム等の
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貴金属などを挙げることができる。ただし、白金などの貴金属は、アンモニアに対する酸
化活性が高いので、ゼオライトに対する担持量は、０．１重量％以下（酸化物換算）が望
ましい。
【００２８】
一方、本発明においてゼオライトは、活性金属を担持できるものであれば特に制限され
るわけではないが、熱安定化されたゼオライトを用いることが好ましい。例えば、β型、
Ａ型、Ｘ型、Ｙ型、ペンタシル型（ＺＳＭ−５）、ＭＯＲ型等の種々の異なるタイプのも
のを用いる事ができるが、特に熱安定化されたβゼオライトであることがより好ましい。
ここで熱安定化とは、水熱条件下においてゼオライトからの脱アルミネーションの影響が
抑制される特性をもつことをいう。特に、本発明ではゼオライト骨格に結合した非骨格性
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の酸化アルミニウム鎖を与えるように処理された、鉄元素及びセリウム元素でイオン交換
しうるβゼオライトが好ましい。このようなβゼオライトは、水熱安定性が増加し、活性
な温度域が広く、ＮＨ３等の水溶液を還元剤として用いた場合において、優れた脱硝性能
を有する。
【００２９】
βゼオライトは、単位胞組成が下記の平均組成式で表される組成を有し、かつ正方晶系
である合成ゼオライトとして分類されるものである。
Ｍｍ／ｘ［ＡｌｍＳｉ（６４−ｍ）Ｏ１２８］・ｐＨ２Ｏ
（式中、Ｍはカチオン種であり、ｘは前記Ｍの価数であり、ｍは０を越え６４未満の数で
あり、ｐは０以上の数である）
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【００３０】
そして、βゼオライトは、一般に、比較的大きな径を有する一方向に整列した直線的細
孔とこれに交わる曲線的細孔とからなる比較的複雑な３次元細孔構造を有し、イオン交換
時のカチオンの拡散、およびアンモニア等のガス分子の拡散が容易になされる等の性質を
有している。これは、モルデナイト、ホージャサイト等が一方向に整列した直線的な空孔
のみを有するのに対して、特異な構造を有している。このような複雑な空孔構造であるが
ゆえに、βゼオライトは、熱による構造破壊が生じにくく安定性が高い。
このように組成されたゼオライト材料では、ＮＨ３等を還元剤とした脱硝反応の高温耐
性、低温活性が向上し、同時にＮ２Ｏの生成が抑制され、排気ガス中の窒素酸化物に対し
て優れた浄化能力を発揮する。本発明において、ゼオライト材料がこのような作用を発揮
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する理由は定かではないが、鉄とＣｅが担持されていることで脱硝性能が向上されたゼオ
ライトを、更にＳｎやＧａが促進することで、ＮＨ３等とＮＯｘとの反応速度がさらに増
し、窒素酸化物の分解能力が向上し、Ｎ２Ｏの生成が抑制されるものと考えられる。
【００３１】
本発明の脱硝触媒は、担体表面に上記触媒成分が被覆された構造型触媒として用いるこ
とが望ましい。ここで担体の形状は特に限定されるものではなく、円柱状、円筒状、球状
、ハニカム状、シート状などから選択可能である。構造型担体のサイズは、特に制限され
ないが、円柱状、円筒状、球状のいずれかであれば、例えば数ミリから数センチの直径の
ものが使用できる。
【００３２】

20

２．脱硝触媒の調製
本発明の脱硝触媒は、（１）排気ガス中の窒素酸化物をアンモニアまたは尿素を用いて
還元する、鉄元素及びセリウム元素を担持したゼオライトを用意し、次に、（２）このゼ
オライトに対して、錫元素及び／又はガリウム元素を担持することにより製造される。
【００３３】
鉄元素及びセリウム元素を担持したゼオライトは、鉄元素及びセリウム元素がゼオライ
トに担持されればよく、担持の方法は、イオン交換でも含浸による方法でも構わない。本
発明における、鉄元素、及びセリウム元素で促進されたゼオライトは、主要なゼオライト
メーカーから様々なグレードのものが購入できる。また、特表２００４−５３６７５６に
記載された要領で製造できる。
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イオン交換ゼオライトを得る方法は、特に制限されず、常法により、ゼオライトを鉄含
有化合物（例えば、硝酸第二鉄）の水溶液、およびセリウム含有化合物（例えば、硝酸セ
リウム）の水溶液を用いてイオン交換処理すればよい。金属触媒成分の原料は、通常、硝
酸塩、硫酸塩、炭酸塩、酢酸塩等の水溶液として使用される。
【００３４】
本発明において、ゼオライトがβゼオライトであり、鉄元素及びセリウム元素がイオン
交換によるものである場合、イオン交換の割合は、鉄元素、セリウム元素のうち１個と、
ゼオライト中の一価のイオン交換サイトである上記［ＡｌＯ４／２］−単位の３個とがイ
オン対を形成することに基づいて、次式（１）で表される。
［単位重量のゼオライト中にイオン交換により含まれている鉄イオン・セリウムイオン

40

のモル数／｛（単位重量のゼオライト中のＡｌ２Ｏ３モル数）×（２／３）｝］×１００
………（１）
また、そのイオン交換率は、１０〜１００％である事が好ましく、１２〜９２％である
ことが好ましく、１５〜８０％であることが最も好ましい。イオン交換率が９２％以下、
より好ましくは８０％以下であると脱硝性能が優れる。脱硝性能が優れている理由は定か
で無いが、ゼオライトの骨格構造がより安定化し、触媒の耐熱性、ひいては触媒の寿命が
向上し、より安定した触媒活性を得ることができるのではないかと考えられる。しかし、
イオン交換率が低すぎると、充分な脱硝性能が得られない場合がある。なお、前記イオン
交換率が１００％である場合には、ゼオライト中のカチオン種全てが鉄イオン・セリウム
イオンでイオン交換されていることを意味する。
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ここで、イオン交換される鉄イオン、セリウムイオンの割合は、酸化物換算で重量比Ｆ
ｅ／Ｃｅ＝０．５〜３０が好ましく、１〜２０がより好ましい。
【００３５】
鉄元素及びセリウム元素が担持されたゼオライトは、さらに錫元素及び／又はガリウム
元素により促進させる。このような促進のための手段は、特に限定されるものではないが
、ゼオライトに対し、錫、ガリウムの塩を水溶液として混合し、その後、必要により加熱
してもよい。このような錫、ガリウムの塩としては、硫酸スズ、塩化スズや硝酸ガリウム
、塩化ガリウム等があげられ、酸化物として配合されても良い。このような錫元素、ガリ
ウム元素は、ＳｎＯ２、Ｇａ２Ｏ３のように酸化物として担持されていてもよく、一部ゼ
オライトにイオン交換されていても良い。
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本発明においては、鉄元素及びセリウム元素が担持されたゼオライトに錫元素を担持す
ることが好ましい。錫元素の原料は、ガリウム元素の原料より廉価であり、優れた脱硝性
能を持つ触媒材料を安価に得る事ができる。鉄元素及びセリウム元素が担持されたゼオラ
イトに錫元素を担持する場合、ゼオライトに対する錫元素の量は、ＳｎＯ２換算で０．１
〜１０重量％が好ましく、０．５〜４重量％である事がより好ましい。
なお、焼成条件は、金属触媒成分が安定して担持されたゼオライト材料が得られるのに
十分な程度であればよく、特に限定されない。焼成温度は、３００〜７００℃が好ましく
、４００〜６００℃がより好ましい。加熱手段については、電気炉やガス炉等の公知の加
熱手段によって行う事ができる。
【００３６】
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本発明の脱硝触媒は、ゼオライト材料の特性を阻害しない他の触媒材料、例えば、ＯＳ
Ｃ、固体酸、あるいはバインダーと混合して用いる事ができる。ＯＳＣとしては、セリウ
ム、セリウムとジルコニウムなど遷移金属との複合酸化物、セリウムとアルミニウムとの
複合酸化物、セリウムと、ランタン、プラセオジム、サマリウム、ガドリニウム、ネオジ
ム等の希土類との複合酸化物；固体酸としては、ＴｉＯ２、ＷＯ３／Ｚｒ、ＷＯ３／Ｔｉ
、ＳＯ３／Ｚｒ、メタロシリケート；また、バインダーとしては、アルミナ、シリカゾル
、シリカアルミナを挙げることができる。
【００３７】
３．ハニカム構造型脱硝触媒
本発明のハニカム構造型脱硝触媒は、上記脱硝触媒をハニカム構造担体の表面に被覆し
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たものである。
すなわち、本発明の脱硝触媒を自動車から排出される排気ガスの浄化に適用するために
、上記のゼオライトを主成分とする脱硝触媒を、ステンレスやセラミック等の耐熱性材で
出来たモノリス状のハニカム構造体に被覆し、一体構造型の脱硝触媒として構成する。
【００３８】
ここで、一体構造型担体は、特に限定されるものではなく、公知の一体構造型担体の中
から選択可能である。このような一体構造型担体としては、フロースルー型担体や、ＤＰ
Ｆに用いられるウォールフロー型担体があり、これら担体の材質としては金属、セラミッ
クスがある。この他にも、細い繊維状物を編んだシート状構造体、比較的太い繊維状物か
らなるフェルト様の不燃性構造体が使用できる。これら一体構造型担体は、金属触媒成分

40

の担持量が大きく、また排気ガスとの接触面積が大きいので、他の構造型担体よりも処理
能力が高い。
一体構造型担体の全体形状は任意であり、円柱型、四角柱型、六角柱型など適用する排
気系の構造に応じて適宜選択できる。さらに開口部の孔数についても処理すべき排気ガス
の種類、ガス流量、圧力損失あるいは除去効率などを考慮して適正な孔数が決められるが
、通常、自動車用排気ガス浄化用途としては、１平方インチ当たり１０〜１５００個程度
である。
【００３９】
このようなフロースルー型担体、ウォールフロー型担体のようなハニカム形状の担体で
は、その構造的特徴がセル密度であらわされるが、本発明においては、セル密度１０〜１

50

(8)

JP 4617253 B2 2011.1.19

５００ｃｅｌ／ｉｎｃｈ２、好ましくは１００〜９００ｃｅｌ／ｉｎｃｈ２の担体を用い
る事ができる。セル密度が１０ｃｅｌ／ｉｎｃｈ２以上であれば、排気ガスと触媒の接触
面積を確保する事ができ、充分な排気ガスの浄化機能が得られる。また、セル密度が１５
００ｃｅｌ／ｉｎｃｈ２以下であれば、著しく排気ガスの圧力損失を生じることなく内燃
機関の性能を損う事がない。
なお、本発明では、このようなフロースルー型担体、ウォールフロー型担体などの一体
構造型担体上に触媒組成物が被覆されたものを、以下、一体構造型触媒と言うことがある
。
【００４０】
また、ハニカムの構造としては、セル密度が１００〜９００セル／ｉｎｃｈ２が好まし
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く、２００〜６００セル／ｉｎｃｈ２である事がより好ましい。セル密度が９００セル／
ｉｎｃｈ２を超えると、付着したＰＭで目詰まりが発生しやすく、１００セル／ｉｎｃｈ
２

未満では幾何学的表面積が小さくなるため、触媒の有効使用率が低下してしまう。

また、ゼオライトを主成分とする脱硝触媒の被覆量は、一体構造型担体に対して２０〜
３００ｇ／Ｌ、特に５０〜２００ｇ／Ｌである事が好ましい。被覆量が３００ｇ／Ｌを超
えると、生産コストが上昇してしまい、２０ｇ／Ｌ未満では、排気ガスの浄化性能が低下
する。
ここで用いられるハニカム構造体としては、その材質はアルミナ、コーディエライト等
のセラミック材料の他、ステンレス等の金属材料から出来たものでもよい。
本発明の一体構造型触媒は、ゼオライトを主成分とする脱硝触媒と必要に応じてバイン
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ダーなどを水系媒体と混合してスラリー状混合物にしてから、一体構造型担体へ塗工して
、乾燥、焼成する事により製造される。
【００４１】
すなわち、まず、ゼオライトを主成分とする脱硝触媒と水系媒体を所定の比率で混合し
てスラリー状混合物を得る。本発明においては、水系媒体は、スラリー中でゼオライトを
主成分とする脱硝触媒が均一に分散できる量を用いれば良い。
この際、必要に応じてｐＨ調整のための酸、アルカリを配合し、粘性の調整やスラリー
分散性向上のための界面活性剤、分散用樹脂等を配合する事ができる。スラリーの混合方
法としては、ボールミルなどによる粉砕混合が適用可能であるが、他の粉砕、もしくは混
合方法を適用しても良い。
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【００４２】
次に、一体構造型担体へスラリー状混合物を塗工する。塗工方法は、特に限定されない
が、ウオッシュコート法が好ましい。塗工した後、乾燥、焼成を行う事により触媒組成物
が担持された一体構造型触媒が得られる。なお、乾燥温度は、１００〜３００℃が好まし
く、１００〜２００℃がより好ましい。また、焼成温度は、３００〜７００℃が好ましく
、特に４００〜６００℃が好ましい。加熱手段については、電気炉やガス炉等の公知の加
熱手段によって行う事ができる。
【００４３】
４．脱硝方法
本発明の脱硝方法は、窒素酸化物を含む排気ガスに還元剤としてアンモニア源を混合し
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、１７０〜５５０℃の温度範囲で、前記の脱硝触媒、又はハニカム構造型脱硝触媒と接触
させることを特徴とする。
【００４４】
このアンモニア源としては、アンモニア以外に、分解してアンモニアを発生する炭酸ア
ンモニウム、尿素、シアヌル酸、メラミン等の常温で固体の化合物を使用することができ
る。これらの固体の化合物は、アンモニアに比べ、取り扱い作業性が良好でかつ漏洩等安
全面の問題がないことから好ましく、中でも尿素は、入手が容易である上に、それ自体が
公害物質に指定されていないことから最も実用的である。
これらアンモニア源は、その使用形態の面で特に限定されないが、アンモニアを用いる
場合は、通常水溶液として用いられ、一方、尿素等の固体の化合物を用いる場合は、排気
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ガス中にそのまま混合して脱硝触媒に接触させてもよく、また、水溶液として用い脱硝触
媒との接触前にアンモニアに分解した後、脱硝触媒に接触させてもよい。
ボイラーからの排気ガスは、触媒を充填した浄化装置に導入する前に、必要により熱交
換して排気ガスの温度を調整してから還元剤と混合され、浄化装置で接触処理される。こ
の場合、浄化装置には、触媒組成物をペレット状に成型した構造型触媒が充填されること
が多い。
【００４５】
次に、本発明の触媒が好適に用いられる、アンモニア源として尿素を使用するＳＣＲ法
によるディーゼルエンジン排気ガス処理プロセスの一例を説明する。ＳＣＲは「Ｓｅｌｅ
ｃｔｉｖｅ

Ｃａｔａｌｙｔｉｃ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」の略称であり、選択的接触還元
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法ともいわれ、ディーゼルエンジン等、希薄燃焼機関における脱硝触媒技術として注目さ
れている。本発明の脱硝触媒はＳＣＲ触媒として用いられる。
本発明をディーゼルエンジンの排気ガスの浄化に用いる場合には、排気ガス管路中に、
第一酸化触媒、本発明に係るＳＣＲ触媒が配置される事が好ましい。尿素水供給ユニット
は、予め設定されたプログラムに基づくエンジンコントロールユニットの制御により、尿
素水が供給管を経て排気ガス管路中のノズルに圧送され噴霧される。噴霧された尿素水は
、高温の排気ガスと混合されて加水分解されるか、尿素分解触媒に接触させられてアンモ
ニアを生じ、このアンモニアがＳＣＲ触媒の機能によって排気ガス中のＮＯｘを還元する
。第一酸化触媒は、排気ガス中のＮＯをＮＯ２に転換し、ＳＣＲ触媒に供給される排気ガ
ス中のＮＯ／ＮＯ２比を調整するとともに、可溶性有機成分（ＳＯＦ）を酸化して分解す
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る機能を有する。また、本発明に係るＳＣＲ触媒の後段には第二酸化触媒を配置してもよ
い。第二酸化触媒は、主として未反応のアンモニアを酸化する機能を有する。
【００４６】
本発明の脱硝方法は、還元剤としてのＮＨ３等と、窒素酸化物を含む排気ガスとを、前
記脱硝触媒に接触させることで、排気ガス中のＮＯｘを還元し、かつＮ２Ｏを還元し、そ
の発生を抑制することで、排気ガス中の窒素酸化物の浄化を行うものである。排気ガス温
度が、１７０〜５５０℃、好ましくは２００〜５００℃、より好ましくは３５０〜４００
℃の高温領域において優れた脱硝性能を示す。
従来、還元剤としてのＮＨ３等を使用した脱硝方法で、排気ガス中の窒素酸化物の還元
反応に利用されなかったＮＨ３等がＮＨ３として排出される現象（アンモニアスリップ）
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がしばしば問題になっていた。ＮＨ３は規制物質であり、その排出は新たな公害を発生さ
せる事につながる。本発明の脱硝方法によれば、還元剤としてのＮＨ３等と、ＮＯｘ、Ｎ
２Ｏとを、効率よく還元反応させられることから、かかるアンモニアスリップを防止する

事もできる。
【実施例】
【００４７】
以下、本発明の実施例、比較例を示すが、本発明は、この実施例に限定して解釈される
ものではない。
【００４８】
40

［実施例１］
＜Ｆｅ−Ｃｅ−Ｓｎゼオライト＞
まず、鉄元素、およびセリウム元素を担持したゼオライトを、特表２００４−５３６７
５６に記載されている要領で、次のようにして製造した。
１００ｇのＮＨ４

−βゼオライトを０．０５モル濃度の硝酸セリウム溶液１Ｌ中に分

散させ、２４時間撹拌し、濾過し、２，０００ｍｌの脱イオン水で洗滌した。
このフィルター・ケーキを０．０５モル濃度のＦｅＣｌ２

溶液１Ｌに加え、２４時間

撹拌し、乾燥した。その後、２，０００ｍｌの脱イオン水で洗滌後、乾燥して６００℃で
６時間カ焼した。ゼオライト原料中の鉄元素、ならびにセリウム元素は、酸化物換算でＣ
ｅＯ２：０．１５ｗｔ％、Ｆｅ２Ｏ３：１．０ｗｔ％、イオン交換率は、それぞれ６０％
、２０％であった。
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次に、こうして鉄元素、およびセリウム元素を担持したゼオライトに対して、塩化スズ
水溶液をＳｎ元素ベースで１ｗｔ％になるように含浸し、乾燥後、４５０℃で１時間電気
炉にて焼成して、本発明のゼオライトを主成分とする触媒を得た。
＜脱硝性能＞
このようにして得られたゼオライトを主成分とする触媒について、水熱耐久性試験炉で
８００℃、５時間、１０％Ｈ２Ｏ／Ａｉｒの雰囲気でエージングを施した。
エージングを済ませたゼオライトを主成分とする触媒５０ｍｇについて、ＮＨ３を利用
した昇温還元法（Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
：Ｔ．Ｐ．Ｒ．）（Ｒｉｇａｋｕ製

Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｄ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

ＴＰＤ−ＴｙｐｅＲ使用）装置に挿入し、還元性能

を測定した。測定条件は以下のとおりである。

10

＜測定条件＞
加熱処理：吸着種である水を含む種々の化合物を除去するため、６００℃で２０分加熱
した。
雰囲気：ヘリウム
還元ガス組成：アンモニア（２０００ｐｐｍ）、ＮＯ（２０００ｐｐｍ）、Ｈ２Ｏ（３％
）、Ｏ２（１０％）、残りＨｅ
・降温速度：−１０℃／ｍｉｎ
・測定温度範囲：６００℃から降温し、１５０℃まで測定した。
上記条件におけるＮ２の挙動をマススペクトルで測定した。その強度変化の様子を図１
（上図）に記す。
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また、その後、還元ガス組成を、アンモニア（２０００ｐｐｍ）、Ｎ２Ｏ（２０００ｐ
ｐｍ）、Ｈ２Ｏ（３％）、Ｏ２（１０％）、残りＨｅに変えて、同様に実験した。上記条
件におけるＮ２Ｏの挙動をマススペクトルで測定した。その強度変化の様子を図１（下図
）に記す。
【００４９】
［実施例２］
実施例１の塩化錫の代わりに硝酸ガリウムを用い、同様の手段にて鉄元素、およびセリ
ウム元素を担持し、さらにガリウム元素を担持したゼオライトを主成分とする触媒を得た
。Ｇａ元素ベースで１ｗｔ％になるように含浸し、乾燥後、４５０℃で１時間電気炉にて
焼成した。
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【００５０】
［比較例１］
実施例１において用いた、鉄元素、ならびにセリウム元素で促進されたβゼオライトに
対して、その後のＳｎ元素による担持を行わず、そのまま比較用の触媒とした。
【００５１】
［比較例２］
実施例１において用いた、鉄元素、ならびにセリウム元素で促進されたβゼオライトに
対して、その後、白金元素による担持を行い、比較用の触媒とした。Ｐｔ元素ベースで１
ｗｔ％になるように含浸し、乾燥後、４５０℃で１時間電気炉にて焼成した。
【００５２】
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図１の結果から、実施例１、実施例２のゼオライトを主成分とする触媒では、比較例１
のゼオライトを主成分とする触媒に比べて、Ｎ２生成量が増加しているのがわかる。また
、比較例２では３００℃〜４００℃の範囲でＮ２Ｏの生成が認められるが、実施例１、２
のゼオライトを主成分とする触媒では全く観測されていない。これらのことから、錫元素
やガリウムの添加により、ゼオライトを主成分とする触媒におけるＮＨ３による脱硝反応
性能が向上している事がわかる。また、特に錫元素により促進されたゼオライトを主成分
とする触媒においてその効果が大きい。
このことから、本発明のゼオライトを主成分とする触媒は、ＮＨ３等を還元剤とした脱
硝触媒材料として優れた機能は発揮するもので、脱硝触媒としてディーゼル機関等の排気
ガスに浄化に用いた際にも優れた効果を発揮する事がわかる。

50

(11)

JP 4617253 B2 2011.1.19

【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の脱硝触媒の性能を比較例と対比するためのグラフである。

【図１】
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